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携帯電話からの有害情報。子どもには携帯電話を持たせない。親や教師が厳しく指導すべ

きだ。 

（茨城県・50 代・男性） 

職場で「中学生がプロフを開設していて、そこに学級担任やクラスメイトの悪口等を複数

の中学生が書き込んでいる」と聞いた。個人的な感情や憶測で書かれたものが、あたかも

本当（真実）であるかのように広まって行き、攻撃された側は知らない間に周囲から好奇

心や蔑みの目で見られるようになる。情報被害に気をつけるよう啓発チラシを中学生の保

護者に配布し、誰のプロフかわかっているものは消去してもらった。プロフやブログ等に

ついては（１８歳未満は開設できない等の）年齢制限を設けることはできないのだろうか。 

（宮崎県・60代・男性） 

子供の携帯にメールで送られてきた。メールの受信者に思い当たるふしがありそうな曖昧

な表現で丁寧ながら脅しをかけてきていると思う。詐欺への誘導になりそうなメールだと

感じた。子供に危険性を教え、本当の場合の通告方法についての知識を与えた。なりすま

しメールアドレスを使っているのは明らかであるので、もっと携帯へのなりすましメール

アドレスを物理的にブロックするシステムを構築して欲しい。 

（山口県・40代・女性） 

毎日の迷惑メールの中に「私の裸をみて」とか、「気になる・・・」とか、「ほんの 2時

間火遊びの相手をしてくれませんか？」など、性的な行為を過激な表現でタイトル付けさ

れているのを日常的に目にします。意味深な表現は若い人には強い興味と関心を引くので

はないか。迷惑メール全体についての対応について規制をかけられないものでしょうか。 

（島根県・50代・女性） 

学校で有害についての講習会を子供も含めてされている。今の大人(社会)がしっかりすれ

ば(人に対して愛情を持って接する等)青少年もしっかり育つ！誰も赤ちゃんの時から悪い

のではない。周りの大人がしっかりしてないからおかしくなる！ 

（東京都・40代・女性） 

携帯電話を使用して不適切なサイトの閲覧が自由にできてしまうこと。青少年にとっては、

刺激の強い画像が氾濫している。フィルタリングの徹底を図っている。 

（宮城県・30代・女性） 



 34

保護者等向けの啓発活動が必要。学校においてネットマナーの指導の機会を設けて実施し

た。関係業者に対して強い指導。情報をチェックする機関を作る。 

（佐賀県・50代・男性） 

インターネットを利用した後、勝手にメールが送られてきた。アダルトサイト（画像）等

の強制送付。こまめに目を光らせて、強制的に削除等できれば良いのですが。 

（島根県・60代・男性） 

昨年 3月、市の中学校情報教育研究会があり、県教育センターの情報教育担当者から携帯

電話等による有害情報の現状について、詳細に（画像、多数の資料を通して）知る機会を

得た。中学生がいとも簡単に携帯電話を通して有害情報を得られること（出会い系サイト、

裏サイト等）。昨年 6月に保護者及び生徒対象の「情報モラル教育研修会」を実施し、講

師の先生から携帯電話等の危険性について具体的に説明してもらった。学校便りにその内

容を載せて知らせた。市内中学校の情報教育担当者研修会でその取り組みを紹介して、他

校でも取り組む様呼びかけた。18 歳（または 15 歳）までは携帯電話は持たないか、持たせ

ても通話機能のみに限定する様な法制化を望む。 

（佐賀県・50代・男性） 

パソコンでのインターネットアダルト情報が気になります。フィルタリングをかけていな

い家庭では、性的な刺激や過激な情報が入手できます。１８歳未満も形だけでたやすく接

続できる状況です。子供でもたやすく接続できる状況でへの接続をもう少し制限できる環

境づくり。 

（長崎県・50代・男性） 

自分自身がこの様な状況に遭遇することがないのだが、孫の行っている学校では、小学生

がブログで同級生の悪口を書いた等、聞いたことがある。このブログを見た他の子供が真

似をして同じことをしたり、内容を真に受けて実際のいじめに発展してしまうことが問題

だと思う。取組・希望：学校では個人懇談で携帯電話の使用上の注意を促し（なるべく使

用しないのがよいが、使用する場合は親がきちんと管理して使用させる）、使用するとき

の注意点等を書いたパンフレットを配布していた。このような環境になるべく関わりを持

たせない様にするのが望ましいが、この問題は決してなくなることはないと思うので、こ

れらに対して影響を受けるとどうなってしまうか、どの様に対処するのが望ましいか、と

いう事をわかりやすくポスターやパンフレット等で広めるのが良いと思う。 
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（秋田県・60代・男性） 

健全なる少年野球のＨＰの掲示板に悪質なメール（クリックするとアダルトサイトに繋が

る）が投稿されていた。子供達が自由に閲覧できてしまう。クリック詐欺に合う可能性大。

ホームページ掲示板をパスワード管理に改正。 

（愛知県・30代・女性） 

インターネットの掲示板。誹謗中傷。利益中心でなく、社会的貢献の姿勢を取り戻す。 

（島根県・60代・男性） 

オンラインゲームのサイト。いわゆるプレステや任天堂 DS 等ゲームは終わりがあるが、オ

ンラインゲームにはそれがない。バーチャルな世界に行きっぱなしになってしまっている

子（２４Ｈ、チャットも可）も多い。またアイテム購入のため、リアルマネーが必要（当

初は無料で勧誘）。親に対しこれだけはさせないよう（ルール決め）話している。せめて

24：00～8：00 の時間はサイトをとめてほしい。 

（宮城県・50代・男性） 

ネットを通じた個人名を出しての悪口を書いた学校裏サイトがあると聞いた。個人を攻撃

することにより学校に行きづらくなり、不登校になった子供もいると聞いた。 

（広島県・40代・女性） 

電話会社では限界を感じてしまいます。まず、どうしても利益を追求しなくてはならない

ため中学生、小学生には携帯電話は不要とは言えない。PTA 活動で、携帯電話情報の有害性

に係わる講座を設けている。利益を優先して事業を進めるだけでなく、子供達を社会で育

てていく視点を持って事業を進めてほしい。子供たちが簡単に情報を得られない方法があ

れば良いと思います。 

（埼玉県・50代・男性） 

県に依頼すれば出前講義を行えますが、更に発展させていただきたい。少年センター、警

察、地域等による見回り活動。学校は権限がないので、押しが弱い。ビデオなどの視聴覚

教材があればいい。 

（福島県・50代・男性） 
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児童レベルに合う指導、家庭での防止、保護の啓蒙活動。学校に携帯を持ってこさせない、

使わせないなど。インターネットに対する規制を確立しないと防止できないと思う。 

（栃木県・40代・男性） 

現代社会においては、個人の主張が多くて青少年（18 歳未満）で社会体験がない子供達に、

有害となり得ることや情報が多すぎて、それを大人達が日常生活で真剣に考えずに、無関

心で無責任に生活している大人が多い。そのことを全国的に国民運動として、大人達が日

常生活での隣組等の組織で取り上げて、活動していく事である。行政は形だけで終始し、

業界は営利目的のみで、あまりに青少年健全育成の配慮に欠けると思う。事業計画のみで

は成果が上がらない問題が多くある。根気強く全ての国民の活動になり得る風潮と、その

結果を求めての根気強い努力にあると考えます。 

（三重県・70代・男性） 

自分の子供から、インターネットの掲示板に不特定多数の者がある出来事や人物に対し思

いを好き勝手に書いている様子を聞いた。実名を伏せて他人を誹謗中傷する内容が多いこ

と。今の情報に関する問題は多すぎてどうすれば良いのかわからない。青少年に対し情報

の制限をしていくべきではないか。 

（京都府・50代・男性） 

インターネット上で「うざい」「見たくない」という書き込みプログを見た。その結果、

学校への登校をしぶるようになっている。他人の人権を無視する身勝手な書き込みは、人

の心を傷つけている。不特定多数によるあまりにも無責任な問題であると思う。専門機関

に依頼し、啓蒙活動の実施。行政に特に望みます。人の道に反する行為に先手を打って対

応できる行政になってほしい。 

（青森県・60代・男性） 

メール（PC）、どこかでメールアドレスが知られてしまうと、変な内容のメールが送られ

てくる。パソコンのアドレスはそんなに変えられないので困る。出会い系であったり、薬

のことであったり。自動的に迷惑メールホルダに入れるよう設定。アドレスが売られてい

るのか？個人情報は厳しいがメールアドレスについては甘い。 

（愛知県・40代・女性） 
 



 37

携帯や PC から入ってくる有害情報。青少年が容易に受けることができる。迷惑メールの消

去。 

（愛知県・40代・女性） 

子供が携帯電話で出会い系サイトに入って高額な請求を受け、どうしようも無く親が警察

に連絡。警察からの指導を受けた。請求された金額は払っていない。（親からの報告）。

自制心がきかない子供達にフィルタリングをつけず、親が携帯電話を買い与える(親の無知、

親の無責任)。子供に携帯を持たせる必要性と、持たせた場合の親の責任を行政や業界に報

道機関を使って訴えるべきである。※子供に携帯を持たせる必要はない。今後、子供の成

長に負の課題がおしよせる。歯止めがきかない。 

（熊本県・30代・男性） 

インターネットで簡単に学校の裏サイトに入って行けるので怖いと思いました。一人の子

供を集中的に活字でイジメる。又、違う日には別の子を・・・と、どんどん広がっていき

明日はわが身という感じ。学校が全体集会を開き本人だと思う子を指導していました。自

殺する子も出る位深刻な問題です。水際で大人が気づいて止めてほしいです。 

（静岡県・40代・女性） 

サイバーボランティアとしての携帯電話用サイトならびにインターネットサイトの巡回中

に発見。地域でのインターネット安全講座資料作成中にネット巡回を行った際に発見。年

齢確認や利用規格の確認なしに、有害サイトへのアクセスが可能である。アダルトな内容

にもかかわらず、モザイクやぼかしがほとんど実施されていない。誹謗中傷などを助長す

る表現が放置されている。インターネットホットラインセンターへの通報。大人向けのイ

ンターネット安全講習を実施し、ネットの現状・有害性を認識してもらい、どのようにし

ていくべきかを考えてもらう機会をつくった。インターネット上の情報規制は、日本だけ

の法秩序では解決できるものではない。となると、どのように利用させるかに重点を置い

た施策を早急に打つ必要性を感じる。 

（千葉県・60代・男性） 

購入時は全機種の携帯電話へフィルタリングがかけられている状態にしておき、保護者（成

人）の依頼で解除できるようにする。フィルタリングのソフトウェア購入の補助、又は無

料化。 

（青森県・50代・男性） 
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パソコンによるインターネットや携帯電話でのメール等で自由に閲覧でき、見ている事が

わかった。学校では見られないが、家のパソコンで自由に見ている。まず有害情報等を公

然と出していることがまず駄目。親が携帯を学校等ではいけないと言っているのに買い与

えている。内容でただ興味だけで受け止めてしまい、何が正しく何が間違っているか考え

ることをしない。社会規範を身につけさせにくくなる。禁止やお願いの啓発活動。いろい

ろな規制をかけて青少年が使えない様にする事と、保護者や大人がもっとしっかりするこ

と。 

（佐賀県・50代・男性） 

フィルタリングの導入を積極的に勧めてもらう。テレビ番組などで子供たちの影響を考え

た番組づくり。 

（愛知県・50代・男性） 

携帯電話。中学生の生徒間でのやりとりから。ブログ・メール・サイトなどでのトラブル。

生徒への指導や削除依頼など。有害サイトなどの規制。 

（岡山県・40代・男性） 

インターネットによるチャット掲示板の誹謗中傷。匿名・不特定多数に広がる。消去でき

ない。法の整備（訴えがあった時、警察が動けるように。訴えがあった時、主催している

会社、個人の情報開示をさせるように）。生徒・保護者等を対象にした研修会を行ってい

る。道徳・技術の授業で情報モラル等の指導を行っている。業界の自主規制が望まれる。 

（島根県・50代・男性） 

出会い系サイトから、相手とメールのやりとりの末に、相手の男と会った。携帯で安易に

アクセスできる。誰にも知られずに、興味本位に簡単にアクセスできてしまうこと。校内

への携帯持込み禁止の確認。生徒の持つ携帯のチェックなど保護者が管理し、責任を持つ

ことを文書で知らせる。未成年者に持たせる携帯の機能の制限（家族だけとの通話、メー

ルのみ）。 

（香川県・50代・男性） 

ワンクリック詐欺への罰則の法律の制定。サイトを成人のみの会員制にし、会員のみしか

サイトを見られないようにする。年に数回、地域パトロールを行い明るい地域になるよう、

皆で心掛けています。地方自治体や業界団体などが実際に行った、あるいは行っている自
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主的な取組みの中で、効果のあった（ありそうな）取り組みを、定期的に地方自治体、業

界に知らせる。 

（福岡県・30代・女性） 

身近ではありませんが、ニュース、新聞などの報道で知るのみ。「出会い系サイト」携帯

電話でのアクセス。規制法を厳しく、PR をしっかりやってほしい。 

（愛知県・60代・女性） 

有害サイトの登録許可制。高い税とフィルタリングの促進。 

（福岡県・50代・男性） 

携帯電話・インターネットでプロフに人の名前を使って書き込みをし、それが原因で暴力

事件に繋がってしまった。誰が書き込んだのかが特定できないので、書き込んでいなくて

も信じてもらえずに呼び出され暴力を振るわれた。携帯電話を解約するか、インターネッ

ト機能を外すよう指導した。中学生に携帯電話を持たせないような規制を設けてほしい。 

（栃木県・40代・男性） 

うちの子供が小学校３、４年生の時、遊びに行った高学年の子の家で、子供だけでインタ

ーネットで遊んでいたそうですが、そのとき＜こっくりさん＞関係の所にアクセスしたら、

＜すごい＞画像が突然出てきて二人しておびえたと子供が話しておりました。親の意識の

問題が大きい。フィルタリング機能をどれだけ採用するかは家庭にかかっている。結局は

しつけ。親や管理者に罰則、罰金がないと進まない。町内の見回り、巡回、地域の行事、

青色の街頭。それぞれの自主的な取組をテレビで公表。企業努力や業界規制などはイメー

ジアップ、PR につながる。 

（兵庫県・40代・女性） 

メール（携帯）によるトラブル。十分に把握できない現状。「親塾」と名づけて、携帯の

トラブルに関する研修会を実施。 

（滋賀県・60代・男性） 

パソコンメールで誘惑、エッチ等のメールが多い。青少年にしては刺激が強すぎる。配信

不可にした。厳しく規制をして欲しい。 
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（愛知県・40代・男性） 

携帯会社、国が提携して、未成年の携帯フィルタリングを義務付ける。閲覧サイトを親が

チェックできるシステムを早く構築すること。警察による巡回、ボランティアによる巡回。

定期的に内閣府に報告。実行の義務付け。 

（愛知県・20代・女性） 

インターネットでのトラブルをテレビで見たことがあります、また、携帯電話の低年齢化

の使用に基づくトラブルがあることも聞いたことがあります。（出会い系サイトなど）。

なぜ、保護者は携帯を持たせるのか？なぜ、インターネットで有害サイトにいけないよう

規制をしないのか？保護者の教育力の低下が問題なのでは？契約の規制の見直し。 

（大分県・30代・女性） 

インターネット上。性的な言葉を検索すると、瞬時に関連リンク先が表示される。現在、

県警サイバーパトロール員の委嘱を受けている。何らかの規制は必ず必要だと思う。 

（岡山県・50代・男性） 

現在契約している携帯は web 制限付きで、携帯サイトに登録していますが、そのサイトに

行くとトップ画面の上にネットコミックのバナーがあり、その画像から青少年に影響のあ

るコミックがあるということが容易にわかる。web 制限をかけているにもかかわらず、サイ

トのバナーでは成人向けコミックの画像が現れるため、制限の意味がないように思われる。

web 制限に関して、制限されるはずのものが未完全だったり、（有害なキーワード検索もで

きてしまう）、制限されなくて良いものが引っ掛かったりするので、まだまだ改善すべき

点が多い。 

（愛知県・30代・女性） 

１８歳未満の携帯利用については、フィルタリングではなく、一切有害サイトなどにつな

げないような携帯を開発して販売する。公衆電話などの、ピンクチラシの貼り付けを禁止。

携帯、パソコン利用について、青少年から有害な環境を取り除くことについては、親への

指導がもっと求められるべきだと思う。 

（愛知県・30代・女性） 
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一方的に送られてくる出会い形メール。青少年のパソコンに出会い系メールが送られてき

たら、つい興味をそそられ、アクセスした場合に問題が発生することがある。青少年への

フィルタリングの実施。 

（茨城県・20代・女性） 

高校生の夜のアルバイトをしている事を本人から聞いた。私立高校生で 1年ですが、時間

も長く、得た収入は携帯の支払いとか遊びの支払いとかに使っていて心配される。携帯の

支払いもウェイトが高く、規制する事が望まれます。小学生、中学生、高校生の携帯電話

所持規制。 

（香川県・60代・男性） 

友人の知り合いの高校生が、プロフのカキコミをきっかけに、見ず知らずの他校の生徒と

トラブルに発展したという話を聞きました。規制らしきものが何もない道具が、その怖さ

をわかってない年代の子供たちに自由に与えられている。せめて登録制を徹底して登録し

ていないユーザーの書き込みを禁止にする。 

（大阪府・30 代・男性） 

携帯電話メールに出会い系のメールが頻繁に入る。内容がセックスを希望する様な内容ば

かり。メールアドレス名の変更等をした。通信業界、製造業界への責任を追及すること。 

（三重県・60代・男性） 

インターネットサイト等における誹謗中傷。匿名による書き込みであり、自分の情報を偽

って投稿することが可能である事。裏サイトを管理する団体からの情報提供（Web カウンセ

リング協会）。可能な限り削除すること。 

（山口県・50代・女性） 

インターネットで性的なものを扱ったものを見つけた。この種のものは非常に多い。異性

へ間違った認識を持ってしまう。性への欲求を満たす手段が、恋愛を成就させるために、

自分を磨く努力でなく、インターネットを見ることになりかねない。コンテンツプロバイ

ダーの自主規制。 

（東京都・30代・男性） 
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インターネットの有害広告。基礎教育の段階で、携帯電話の危険性を教えることが良いと

思います。飲酒・喫煙同様にインターネット機能の利用も未成年者の使用を禁止してはど

うか。 

（東京都・30代・男性） 

携帯電話のサイトで悪質な書き込みがあった。誰でも書き込みができるところ。保護者に

携帯電話やインターネットの使用制限をお願いした。 

（徳島県・40代・男性） 

携帯電話に有害情報が入ってくる。当寮では携帯電話禁止。但し、アルバイトへ行ってい

る者を除く。未成年者には電話機能のみの携帯しか販売できなくする。 

（富山県・50代・男性） 

携帯電話の出会い系サイトで援助交際。 

（富山県・50代・男性） 

言い方は悪いですがインターネットに関しては規制より見せしめ。なぜやっていけないの

かの説明がされていない。小さい集落なので地域の大人たちが青少年に対して声をかけて

くれる環境がある。携帯電話のフィルタリング等、情報を遮断する事も必要かもしれない

が、なぜやってはいけないかという理由付けを知らせる機会を持つ。 

（富山県・50代・男性） 

小・中・高校生の皆さんへ携帯をもたない勇気を、関係機関が協同行動を起こし周知徹底

する。携帯、ネットの危険から子供を守る行動アピール。青少年取り巻く有害環境は今や、

早急に普及しています、情報を交換して手段の提供をすること。行政に携わる者は自ら律

せる者、業界に対しては営利主義は亡国に直結することの認識を持たせたい。 

（群馬県・30代・男性） 

インターネット及び携帯電話による有害情報の氾濫。歯止めがきかずに青少年が多感な時

期に影響を受けやすい。国での法律の制定を望む。 

（東京都・60代・男性） 
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迷惑メールが有害情報。一見して件名にアダルト出会い系のタイトルが入っている。少年

補導員の集まりの中で話題として出した。望むことはインターネットをやめさせる訳には

いかないので、アクセスして大変になった様な色々な事例（開けた途端に会員に登録され

ました。後で法外な会費を請求される等）を学校や家庭で情報を公開して、良いもの悪い

ものを区別出来る様にして、まず被害に合わない・合わせない努力をする事と、お金を請

求されたり嫌がらせを受けた場合の駆け込み寺を警察やその出先機関、学校、又地域でも

幅広く受付け、相手に警告や処罰出来る様に望みたい。 

（島根県・50代・男性） 

コレクトコールを使った不審な電話が校区内であり、小学生女児が出た。コレクトコール

があるので承諾する様に言われ、相手（男）がいかがわしい話等で電話を切れずにいたと

ころ、幸い母親が帰宅し異常を感じて代わったところすぐに切れた。コレクトコールで意

味がわからない小学生が出て、一方的に何が何やらわからぬまま受けさせて、料金は受け

た側に支払わせる悪質なやり方。ＮＴＴの方でもっとしっかり確認できないのだろうか！ 

校区内、町内の学校への注意を呼びかけた。電話してきた男の捜査、ＮＴＴのコレクトコ

ールのあり方。 

（佐賀県・60代・男性） 

有害情報がネットや携帯電話で垂れ流しになっている。青少年がいとも簡単にアクセスで

きてしまう。学校や家庭での指導。 

（熊本県・50代・女性） 

携帯での情報収集。誰もが簡単に入手できること。保護者啓発と地域をあげてのモラルや

ルールを守る運動の徹底。子どもを守る視点、教育の視点で企業利益優先の風潮を打破す

べし。教育現場からの発信をもっと強力にする必要がある。 

（鳥取県・50代・男性） 

携帯電話で有害なサイトにすぐにアクセスが可能。モラルを学校で教える。当地区では、

子供達は誰に会っても必ず挨拶する様になっている。 

（山口県・70代・男性） 

コンビニ等での雑誌などを見て回る範囲内では、わたくしの地方では店の方で始末してい

るようです。外に出なくても家の中で、インターネットなどで情報が知り尽くされている
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世の中ですので、外見を見ても分からずにいることが多いようです。一人一人を見ると、

問題がないようですけど、わからないことが多いです。学校・家庭で子どもたちに愛の一

声運動をして欲しいです。 

（宮城県・50代・女性） 

インターネット上で残虐シーンや成人向け映像を小・中学生が閲覧している。健全育成上

の問題。いとも簡単に閲覧できる実態。行き過ぎた商業主義が罷り通っている現実。注意

喚起、利用上の指導。｢青少年の健全育成は緊急の課題である｣ことの徹底的な確認。 

（青森県・50代・男性） 

少年への有害情報の氾濫について保護者の認識が不足していると思う。このことから少年

のネット利用における被害状況などの啓蒙活動を一層推進する必要がある。県や市などの

行政や関係団体などが健全育成、環境浄化についてキャンペーンを実施している。地域の

ボランティアなど、行政、団体などを活用していくことが大切。 

（山梨県・40代・男性） 

携帯電話、インターネットのサイトで、家出、自殺、アダルト DVD の販売サイトなどの有

害サイトに誰でも簡単にアクセスできること。家出したい少年が簡単に投稿でき、それを

見た者がメールを送信することによって、見ず知らずの者と簡単に知りあうことができる

ことから、少年が性被害に合う可能性が高いと感じる。自分の子供に対してフィルタリン

グの導入を考えている。少年から有害情報を遮断するためフィルタリングの導入について

一層の取り組みが必要だと思う。 

（山梨県・40代・男性） 

中学校生徒指導主事間の情報交換で、複数の学校にまたがるネット仲間のグループができ

ていることが判明。インターネットを閲覧して確認した。www.cgiboy.com./以下のプロフ

サイト（前略プロフィール）モバゲータウンなどにも同様のものがある。楽しくやりとり

している生徒がグループ化し、ふとしたことで公序良俗に反する内容（例：性的、もしく

は暴力的）に変容してしまう。過去にはグループ間の暴力事件、傷害事件に発展したケー

スも見られた。中学校で情報モラル指導をしている。しかし親が持たせた携帯やＰＣの使

い方やルール、マナーの指導は学校で、というのは不合理と思う。機器の所有もしくは利

用、フィルタリングサービス、サイトの利用などハード面にもソフト面にも法的強制力を

持った年齢制限を設ける必要がある。 
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（秋田県・40代・男性） 

生徒指導主任より説明を受けた。・携帯電話によるプロフへの書き込み（誹謗中傷）・個

人情報保護の問題（個人の写真を無断で掲載）。・保護者を召換し、本人共々指導し、内

容を消させた。・学校全体で指導をした。学校裏サイトやプロフへのチェックをする体制

を構築して欲しい。 

（山口県・50代・男性） 

携帯電話でバナーをクリックしたら、風俗店の情報がたくさん出てきた。誰でも見られる。

そういう情報を見たい人だけ見られる様にしてもらいたい。 

（山梨県・40代・女性） 

学校に携帯を持込ませない。校則を厳しく。 

（大阪府・40代・女性） 

学校への携帯持ち込みをしない。 

（岡山県・50代・男性） 

受信したチェーンメールを友達に送信したことで、相手の保護者が発見し、事態が発覚し

た。中１男子生徒の事案だが、他の何人かが同じメールを送受信している。子供達の不安

感や恐怖心などをあおる悪質なもの。そこにつけ込みどんどん送信させ、被害が拡大して

いる。学級指導、学年でのＶＴＲ視聴で指導（生徒、保護者対象）。子供を守るという視

点で施策を考えてほしい。 

（岡山県・50代・男性） 

毎日 PC に性的メールがたくさん入ってくる。金銭の貸し付け。売春につながる。汗を流し

て働き、金銭を得ることがばからしくなるような文言、それにつられて悪の道へ深まる。

規制してもイタチごっこ。 

（静岡県・50代・女性） 

ネットオークションでパソコンを安く買ってインターネットに繋げたら即ウィルスがパソ

コンに入ってきた。パソコンが簡単にウィルスに入られるということと、ウィンドウズの

アップデートができない様なパソコンがネットオークションで売られていること。ウィル
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スの入ったパソコンは使用禁止をした。ウィルスをまきちらしている者を把握し、厳しい

処分を行って欲しい。 

（愛知県・60代・男性） 

半年前に、迷惑メールが自分のＰＣメールに届いていました。その内容は、出会い系の「サ

イトにご登録ありがとうございました」というものでした。親にまず相談をし、行政に連

絡した方がいいという結論に達し、連絡をしましたが、この連絡をした後は特に何もその

出会い系サイトからのメールはなくなりました。そもそも、まず個人情報をきちんと守っ

てほしい。これからの対策として、早急に対応できる組織内の体制作りをしてほしい。 

（東京都・20代・男性） 

インターネットにて、スパムメールなどに記入されている広告等。いかにも興味を持ちそ

うな内容を書いている、それによって、アクセスをしてしまい有害な情報をみてしまう。

スパムメールなどの抑制強化、また、これらを送っている人間に対しモラルを持たせるた

めの策を講じてほしい。これらの問題は、青少年以外にも問題が波及する可能性があるた

め、早い段階での対策が必要であると思われる。 

（北海道・20代・男性） 

インターネットにて、不適切なページが普通に見えてしまうこと、また、設定があるが、

その設定方法がわからないこと。検索サイトで興味のあることを検索すると普通に情報が

見えてしまう。IE には、それらを排除する機能があると思うが、それが一般的に広まって

いないため、有効的な方法では無いと思われる。ネット使用のソフトの使い方を認知させ

ることが必要であると思う。そのためには、使いやすいソフト、わかりやすいソフトを使

用する必要があると思われる。そもそも、まず個人情報をきちんと守ってほしい。それか

らの対策として早急に対応できる組織内の体制作りをしてほしい。 

（北海道・20代・男性） 

本校の生徒で携帯電話のプロフを開設している者がいることが他の生徒からの情報でわか

った。不特定多数の者からアクセスがあったのが心配である。生徒のプロフを閉じさせた。

中学生に携帯電話を販売しないでもらいたい。 

（群馬県・60代・男性） 
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電車での携帯マナーなど。電車内などで大人でも携帯を使用しているため、それが学生に

対し「大人でもやっているのであれば」といったような気持ちにさせると思われる。電車

内でのマナーを考えさせることが必要。そのためには電車であれば、車掌さんが注意する

ことなどが必要ではないか。 

（群馬県・60代・男性） 

未成年の携帯電話保持。メールが気になって家庭で勉強や読書ができない。 

（群馬県・60代・男性） 

Yahoo のトップページからも「出会い」の項目から有害サイトに入る事ができる。インター

ネット上で誰もが閲覧できる状態にある。 

（新潟県・40代・男性） 

携帯電話の普及により有害情報が親の知らないところで入手できるようになった。犯罪に

巻き込まれる恐れがある。小・中学生には携帯を持たせないようにしようという取組。表

現の自由、出版の自由より、子供の健全な成長が優先されるべき。 

（栃木県・40代・男性） 

携帯電話やインターネットのアドレスに届く登録した覚えのないサイトからのメール。何

気なく開いたＨＰなどからアドレスを検索されるのか、どこを経由して届くのか・・・。

個人情報がどこかで漏れている現状があるという事は問題であると思う。プロバイダーに

対して迷惑メールだと登録したり廃除するように設置する事くらいです。個人情報保護法

の徹底や有害情報等の定義の確定が必要であると思う。 

（愛知県・30代・女性） 

新聞か何かで見たのですが、中学校で総合の時間を使って、携帯の正しい使い方・ルール

とはどんなものかということをクラス全員で話し合って、いろいろな意見を出し合って、

決めて行くという取組がありました。この学級では、クラス全員がマナーやルールについ

て、決定したことをまとめたりしていました。こういう取り組みってとっても大切なので

はないかなと感じています。メールや裏サイトによる陰湿なイジメに対して、少しでも歯

止めになるのではないかなと思います。クラス全員がマナー、ルールについて決定したこ

とをまとめていました。いじめや裏サイトによる陰湿なイジメに対して少しでも歯止めに

なるのでは。 
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（長崎県・30代・女性） 

携帯電話、インターネットによる他人への誹謗中傷や出会い系サイト等へのアクセス。・

匿名性があり顔が見えず自由に書き込める・未成年者が簡単にアクセスでき性被害にあう。

県警生活安全課サイバー室から講師を招聘し講話依頼。情報モラル教育の推進（授業や講

演会、ホームページ、情報モラル通信等）。法の制定（フィルタリングの義務化）や業界

への強い指導（警察や行政から）。警察・行政と業界との情報交換や定期的な会議等。 

（宮崎県・50代・男性） 

電子メール送受信時の迷惑メール受信。不特定多数及び対象年齢制限など情報入手できる。

プロバイダーに迷惑メールのフィルタリングをかけて頂いているが、効果が見られない。

有効なフィルタリングが欲しい。 

（佐賀県・50代・男性） 

インターネットや携帯電話からの有害情報。すぐに青少年が入手できる。青少年へのリス

ク教育の徹底。 

（佐賀県・50代・男性） 

エコクラブ活動で友人になった中学生より、小学生の娘に携帯メールが来た。娘は携帯を

持っていないので、親のアドレスを教えていた。内容は「プロフ」をアップしたので必ず

アクセスしてというもの。中学生が自分のことなどをアップした「プロフサイト」を見て

何回かクリックすると、アダルトサイトや援交サイトに繋がるものであった。小学生で、

インターネットの知識もない子であれば、いとも簡単にアダルトサイトに行ってしまう。

又、そのサイトのバナーは動画で、性行為を思わせるものであった。インターネットに慣

れていない親なら、全く危険と思わないことも考えられる。新聞への投稿、ＮＰＯの出前

講座での母親たちに対する講演で説明。携帯電話を持たせる親たちへの数時間の安全講習

を義務化。メーカーの「携帯電話教室」を小学校で行うことを禁止。公衆電話の設置と市

内通話３分無料（お金を持たせないため。親との連絡が携帯を持つ理由になっているため。）。 

（北海道・30代・女性） 

新聞やテレビなどで見聞するが実際に体験したことはない。興味本位に子供達に性欲を煽

ること。インターネット等は個人的に対応するには無力に等しい。行政で指導すべきだと

思う。事件、被害者が出ないと行政は動かない。早い対応を望む。大人全体の問題として

考えることだと思う。なにを商売しても儲ければよいのか？自分の顔の出ない商売、イン
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ターネット等は規制されるべきと思う。お金が万能なのか？恥ではないのか？今は大人こ

そ問われている時代ではなかろうか？ 

（神奈川県・60代・男性） 

インターネットでは、簡単な検索であらゆるアダルトサイトにアクセスできる。インター

ネットは国内法令の対象外の外国発のアダルトサイトにアクセスできるので、わいせつ画

像、映像がノーマスキングで見る事ができること。中学生に対しては保護者にフィルタリ

ングの啓発文書を全家庭に配布した。「フィルタリング」についての大人に対する啓発運

動、PRTV 番組。 

（北海道・50代・男性） 

携帯での出会いとか、有害サイトに繋がった、又はメールしたことなどを私共のスポーツ

クラブに加入している部員から聞いております。友達といたずら半分に連絡して、変なメ

ールがきだしたとの事。成人男性からの誘いとか、一度会いたいとかの返事（メール）と

かが来たことがある。見知らぬ相手である為に問題である。インターネットの規制。 

（茨城県・60代・男性） 

フィルタリングの機能は必要だが、フィルタリングをかけると見られなくなるページもあ

ると聞く。柔軟なフィルタリングの機能の開発が求められると思う。随時意見を募集して、

広く意見を集めて欲しいと思う。将来の日本を担う青少年の望ましい育成の視点からの法

規制（中学生以下に売らない等）が必要。親の責任に委ねるのは限界がある。 

（栃木県・30代・男性） 

迷惑メールの中に、出会い系サイトへ誘導する物が目立つこと。通常使っているパソコン

のメールアドレスにドンドン送りつけられてしまうこと。年齢に関係なく送られてきてし

まうので、中高生の男子に悪影響を与えると共に、一般の大人も、その迷惑メールを除去

するための時間を多大に使ってしまうことが問題だと思う。プロパイダの迷惑メールフィ

ルタを使っているが、たまにすり抜けてしまうものがある。フィルタリングの機能の高性

能化と共に、発信元に対しての何らかの措置を取ってほしいと思う。 

（栃木県・30代・男性） 

アダルトとサイトからのメールがくる。気分が悪くなり、迷惑です。 

（茨城県・20代・男性） 
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携帯電話に対する行政からの強い規制が必要。（特に義務教育の小・中学校の児童生徒の

所持するものに対して）親はほとんど子供の言いなりなので。 

（山口県・70代・男性） 

携帯やインターネットより簡単に入手できる有害情報。青少年にとっては、刺激の強い画

像。業者の規制や法律の制定。 

（山口県・70代・男性） 

自宅のパソコンに、用件のはっきりしないメールが大量に送られてきた。「１万円が振り

込まれました」「～の権利が発生しました」等、サイトにアクセスさせるのを目的として、

利益を得られる様な誘い文句でメールを送ってくる。受信を拒否した。 

（岩手県・40代・女性） 

ネット、携帯電話からの有害情報の氾濫。青少年は大人と違うという明確な理念のもとに

規制をかけるべきである。学校では保護者への啓発が様々に行われている。例えば市Ｐ連

で「正しいネットと携帯の活用を子供に伝えよう」というテーマで保護者に、また学校と

ＰＴＡの共催で「知っていますか？ケータイ・ネット・ゲームのリスクと対応」というテ

ーマで生徒と保護者に講演を実施した。携帯電話でいうと業者は新しい機能の開発に精力

を注いでいるが、社会的な責任をもつと自覚して、負の側面をしっかりと広報して欲しい。

最近の事件には携帯電話が相当関わっているように思う。 

（島根県・60代・男性） 

家庭環境が不安定で居場所のない中学生女子が、チャットで知り合った少年と連絡を取り

合いながら計画を立て、友人を誘って２人で家出をした。チャット自体は広く普及してお

り、一つのコミュニケーション手段と考えている。しかし、見ず知らずの人間と瞬時にコ

ンタクトをとることができ、そのやりとりの中から、問題行動に直結してしまうことが恐

ろしい。チャットという利便性の中に、使用方法を誤ると有害な媒体となってしまう危険

性が潜むことを認識し、情報モラル教育を推進していく必要性を感じている。携帯やＰＣ

のインターネットに関するアンケートを実施し、その中から明らかになった上記事例を含

む危険性を指摘し、心構え・対策等を全体指導した。また、警察のスクールサポーターと

連携し、事例の本人及び家庭への指導を行った。指導の一つとしてプロフへの書き込み等

の模擬体験があるが、一部にとっては誘発の要因となる場合もあり、どこまで踏み込むの

かが課題であると感じている。 
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（長野県・50代・男性） 

親の意識次第で携帯も与えられ、子供を信用しているという無責任な言葉で、ロックが外

され自由に子供が使っている。携帯電話からインターネットを気軽に使えるようになり、

人目に付かないところでの情報収集が可能。無記名の書き込みにより、成長途中にある子

供たちの善悪の判断を鈍らせている。都道府県ごとの取り組みをそれぞれ発表し評価する。

厳しい法的規制を望む。 

（青森県・30代・女性） 

迷惑メールが送られてきた。無差別に全く関係ない人にまで送るのは有害だと思う。有害

だとわかりにくい物もあり、サイトにアクセスしてしまう人もいる。 

（新潟県・20代・男性） 

対戦ゲームで、他家族の近くでインターネットを使用している。他家庭のネット料金を使

ってインターネット利用している。他家庭の家の前で子供達が集まってゲーム機を使って

遊んでいるのを注意してみる。親の指導。 

（新潟県・50代・男性） 

迷惑メールの受信。援助交際を誘っているところ。簡単に援助交際ができると思われてい

るところ。特に青少年が受信しないよう制限をかけること。 

（静岡県・40代・女性） 

キーワードなどで簡単にアクセスしてしまうこと。・有害な情報と、有益な情報が、隣り

合わせにあるかもしれないこと。・大人のいない所でも、操作を覚えれば、アクセスして

しまうこと。また時代の流れだからと、子供にパソコンを無節操に自由に扱わせること。・

子どもの好奇心や積極性が、心の健康にとって望ましくない情報につながってしまうこと。

自分の子供には、インターネットの危険性について話し、パソコンはやりたいと言ったと

きのみＷｏｒｄでやらせています。ほかの家の価値観については、やはり尊重すべきとこ

ろも多い微妙な問題なので、例えば学校での懇談会などで話題になった時に、意見を言え

たらと思っています。 

（宮城県・30代・女性） 

携帯サイトにある中学校別の書き込み。誹謗中傷による個人攻撃。すみやかに削除できる

行政権の発動。 
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（熊本県・50代・男性） 

携帯での有害サイト。携帯でのアダルトサイトへの閲覧が容易にできること。講演会の実

施。学校への出前授業。 

（熊本県・50代・男性） 

携帯電話（親や大人の知らない携帯・ネットの有害情報の世界）についての講演（岐阜県

教育委員会 教育研修課情報化推進の）を聞いたことがあります。これは世の中大変なこ

とだと思いました。今の世代がおかしいと思いました。携帯を所持する人全員を対象にネ

ットの恐ろしさをしっかり教育すると同時に、小学生高学年～高校生の保護者・大人を対

象に特に教育すべきだと感じました。学校などの裏掲示板へ携帯から悪口や人を傷つける

中傷を書き込む青少年がいるらしく、それを規制するような社会になっていないのではな

いかと疑問に思いました。規制をする行政機関や業界がしっかり対処してネットについて

の規制を厳しくしてもらいたいです。この携帯電話の問題は、決して県や市ではなく、国

としてこの問題に対処するべきではないかと思います。 

（岐阜県・60代・男性） 

交流サイトから危険な出会いを呼び込む機会が多くなっている。携帯電話の普及により誰

でもどこでもアクセスできる。通報できる機関を増やす。 

（愛知県・30代・女性） 

携帯の持込は禁止する。学校へ情報を送って、知ってもらう。 

（山形県・50代・女性） 

生徒のプロフサイト。広告の内容。利用者の年齢を考慮した対応。 

（福岡県・40代・男性） 

本屋さんで有害な本を見た時、ビデオ店でアダルトコーナーに入った時、ゲームセンター

でアダルトの画像が映し出された時、インターネット等でも見られる。女性の裸やセック

スの場面を誰でも見られ、また手に入れる状況にある。インターネット等においては、誰

でも見られる。携帯電話においては、フィルタリングの啓発、入学式の保護者や市民向け

の啓発。中・高生向けの啓発も実施。行政におかれましては、今以上の規制強化を望みま

す。 
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（滋賀県・60代・男性） 

インターネットに有害なメールが、多数配信され、際限なく続いている。出会い系メール

が多数で、不純交友の温床となっている。不着信の対応をしているが、新たなメールが続

いている。プロバイダーの管理法規制定や書き込みは、実名とアドレスが表示される対応。 

（和歌山県・60代・男性） 

携帯電話からインターネットショッピングで品物を購入し、代金を支払ったが商品が届か

なかった。また携帯電話から有料サイトにアクセスしたところ高額な請求をされた等の話

はよく聞きます。未成年が携帯電話によりアクセスして起ったトラブルですから、何らか

の規制が必要だと思います。また未成年がその様なトラブルに巻き込まれた場合の親の対

応がどうあるべきか親としてよく知っておくべきと感じました。行政が主催する青少年問

題協議会に出席し、様々な立場の方の話を聞き、又意見をする様にしております。IT メデ

ィアに関する研修会、講演会等があるときは、できる限り出席し、他の方へもアナウンス

するようにしております。携帯電話業界に対して早急に、未成年に対する規制強化を実施

し、トラブルに巻き込まれる子供たちがなくなるよう努めていただきたいと思います。 

（東京都・40代・男性） 

当協会が開設している事務局宛てのメールに、毎日 30 件以上入ってくる迷惑メール。あま

りに卑猥な表現（性器の写真）の羅列（→人権侵害に繋がる表記だと思います）。有害サ

イトと運営する企業の取り締まり強化。 

（大阪府・30代・女性） 

インターネットでの有害情報の閲覧が可能なこと。個室で親が管理できずに知らない間に

アクセスできてしまうこと。法律による規制をしてもらいたい。 

（大阪府・30代・女性） 

携帯電話によるインターネットへの接続が誰でも可能になっている現状が問題である。国、

公共機関の規制を根本的に取り組んで欲しい。 

（京都府・50代・男性） 

小・中・高生が携帯電話で有害なサイト閲覧ができること。小学生用の携帯電話を販売し

ない。 
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（高知県・60代・男性） 

携帯メールを受信、知らないアドレスでよく分からない内容だった為削除しようとした折、

誤って返信した事で出会い系サイトの会員登録となってしまった。毎日多数のメールを送

りつけられ、支払い期限など条件をつけ、無視しているとどんどん請求額がふくらみ、精

神的に追い詰められた様になった。1件を受信拒否にしても、末尾の数字を変えて何件も送

信してくるなど、青少年に払えそうにない金額に上げていったり、自宅へ回収に行くなど

と精神的なダメージを与え、これから逃れたいと払ってしまいたいと思う様にもっていく。

携帯のメール機能がアドレスや電話番号に簡単に照準が合ってしまうこと。簡単に登録が

出来るようになっている様ですが、今回の様に少し操作を誤れば有害サイトに繋がってし

まう。高校卒業して自分で支払い可能になるまで、携帯は持たせませんでした。迷惑メー

ルについては、知人に話して注意をしてもらったり、子供には受信した時には慌てない事、

大人に相談する事など話しました。携帯電話が余りにも日常化していて簡単に手に入る今、

販売するだけじゃなく販売・使用後に起こりうる被害や対処法など、きちんと説明してか

ら販売してほしいと思います。 

（広島県・40代・女性） 

中・高生の携帯電話の使用率・内容。全ての利用に料金がかかることをもっと理解するべ

き。犯罪に対しての防御と言って持たせる親がいるようだが、子供はその様な意識はない。

常に持っていないと落ち着かないということは、麻薬と同じ。携帯電話会社は未成年に対

して料金等、さまざまなサービスに規制をかけて販売をしてもらいたい。また購入時には、

タバコのタスポの様に、年齢認証が必要だと思う。またネットへのアクセス、メールの使

用など毎回パスワードを入力しなければならない等の不便性も必要だと思う。 

（静岡県・50代・男性） 

フィルタリングに伴う不便を最小限に。ホワイトリスト方式にして、家族で話しながら外

していくようにするべき。街頭補導、フィルタリング啓発、非行防止チラシ配り。 

（福井県・40代・男性） 

インターネットのアダルトサイトにわいせつな画像が掲載されている。自宅でフィルター

のかかっていないパソコンで自由にわいせつな画像を見ることができる。 

（滋賀県・50代・男性） 
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現在では、世界中から流されてくるインターネットのアダルトサイトからの映像が青少年

にとって一番の有害情報と言える。人間の一般的な傾向として、慣れてくると感覚が麻痺

し、より刺激的なものを求める性癖があり、アダルトサイトの映像が一層エスカレートす

ることが危惧される。また、昨今話題となっている青少年の大麻汚染問題もインターネッ

トが周旋役を果たしているのも看過できない事実である。｢有害か｣｢有害でないか｣の線引

きは、最終的には情報を受け取る本人の主観や規範意識の問題である。現在の若者たちの

｢性｣に対する概念も大きく変化しており、一概に｢モラルの低下｣と断言できないケースも

ある。インターネットで大麻の種を購入し、栽培して逮捕された一人の大学生の裏に、摘

発されてない６０人がいることを認識する必要がある。講話などで人前で話す時、我々大

人も携帯電話やインターネットの機能を熟知する必要性を強調している。行政の施策はほ

とんど「後追い行政」である。有害情報の問題でも５年後、１０年後を見据えた政策が望

まれる。 

（北海道・60代・男性） 

携帯電話による出会い系サイトへの接続による性被害、加害。誰でも簡単に接続できる。

興味本位でやったことが簡単に抜けられなくなってしまう。18 歳未満の携帯購入には、機

能を制限した機種を指定する。例えば電話、メールのみの機能に限定する等。 

（鹿児島県・60代・男性） 

携帯電話のメル友（メール・写メール等）になっていた他地域の友人（中学生）を一ヶ月

余り自宅に宿泊させていたが、保護者も周囲の人々も全く気づかなかった。保護者も子ど

も（中学生）との会話もなく関知していない状況であった。・携帯電話による無秩序な友

人関係の広がりや犯罪の可能性。・保護者の管理能力の不足、家庭機能の崩壊・地域の見

守り機能の低下。携帯電話については学校として危険性を啓発する文書の配布や講演会の

開催などを行った。・携帯電話機能の区別化（通話機能のみなど）。・保護者の管理責任

の明確化と厳罰化。 

（宮崎県・60代・男性） 

青少年にとって、携帯電話は必要不可欠のようなものですが、出会い系サイトや迷惑メー

ル、金銭トラブルなど犯罪に巻き込まれる危険性が非常に高いと思われる。携帯電話は誰

とでも情報交換ができ、顔が見えないので気軽に話し合いやメールなどが出来る。使用の

仕方によっては大変便利ですが、使い方を間違えば大変危険なものになる。使用方法など、

よく理解させてから使用するよう学校、保護者、地域などで話し合う必要があると思う。

地域や学校の集会、関係機関や団体で話し合うことがありましたが、特にこの問題につい
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て深く話し合ったことはない。迷惑メールや出会い系サイトなどの有害情報がある場合は、

消してもらいたい。また、学校や地域の集会などで取り上げて問題を共有化して話し合う

必要がある。 

（青森県・70代・男性） 

色々な場所で有害情報を見聞きしますが、最近問題になっている”プロフ”を使用しての

いじめに関しては恐ろしく感じます。ネットを使用して簡単に人の中傷を記入でき、悪気

もなく、いじめに加わっている意識すらない。いわゆる集団いじめだが表面化しにくい為、

ターゲットになってしまった子に対するダメージ、トラウマは大きいと思う。加担者は自

分だと知らなければよいという陰質な人格を形成してしまうのではないかと心配です。ネ

ット管理を行政や学校でもできる様にしてほしい。 

（岐阜県・30代・女性） 

電子メールをチェックしていた時に受信したスパム（迷惑メール）。メールの本文（18 禁

サイトへの案内、ネットカジノ）。 

（茨城県・20代・男性） 

迷惑メール。インターネットでのキーワード検索時（普通の言葉でも時に有害サイトが検

索されるときがある）、こちらが必要としていないのに画像等が送られ不快な気持ちにな

る。また、ウィルスを運んでいるのではないかという不安が生じる。メールに関してはフ

ィルターをかけるが、それでも送られてくる場合がある。組織的な迷惑メールには、組織

的対策が必要。個人でできることは限定されている。 

（大阪府・20代・女性） 

インターネットにて、性に関するサイトが多く、ワイセツ画像が見られる。誰もが見られ

る事に恐ろしさを感ずる。小学校生から見られることが有害である。モラルの問題か。 

（福井県・60代・男性） 

本校生徒が「学校裏サイト」に書き込みをしているらしいとの情報を卒業生の保護者から

聞いた。匿名性を悪用し、他者を非難・中傷して傷つけること。またそういったことをす

ることでうさを晴らそうとする本校生徒の心の状態。全校生徒が、管内警察署員から、携

帯電話・インターネットによる被害についてお話を聞く出前授業を行った。フィルタリン

グの義務化、業界に対する法規制の強化。 
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（高知県・50代・女性） 

インターネットのブログに性非行についての内容があった。性非行を自由に見る事ができ

る。保護者（ＰＴＡ全員）に知らせた。この様な事が自由にできる社会がどうにもならな

い。 

（愛媛県・50代・男性） 

ネットを見ているとき、18 歳以上、以下のクリック場面が出てくる。誰でもワンクリック

で進める。保護者、地域、生徒等に携帯の注意すべきこととかで会議か話し合い等を持っ

た。国内問題ではあるが、今や世界規模となっている点から世界基準というか、そのあた

りまで視野に入れるべきである。各国の厳しい法などもっと行政から研究すべきである。 

（京都府・50代・男性） 

インターネットで有害情報を見た。危険で、子供を誘導する危険性がある。営業者たちに

注意する。規制の強化。 

（大阪府・60代・男性） 

コンビニや雑誌など不適切なもの。テレビ（１５Ｒ）規制。インターネットで子供が知ら

ないサイトを見ていた。 ２ちゃんねる。子供の言葉使い（マネ）、意味がわからず使っ

ている、乱暴な行動をとる、死に対する恐怖感がなくなっている、自分の命も他人の命も。

親子でテレビを観たり、インターネットも親が一緒にする。携帯を子供にわたさない。フ

ィルターをかけてほしい。 

（福岡県・30代・女性） 

自宅のパソコンでメールをしたことのない相手からいかにも知り合いのような内容のメー

ルが一方的に届いていた。以下、実際の文面です。「じゅんです。このメアドはイタズラ

が多くて削除します。新しく取るフリーアドなら教えても平気ですけど、その前に少しお

話できれば嬉しいです。慌しい毎日ですけど、会ったことのない人と会話したりすること

で何だか気分が乗っちゃうんです。大人同士納得してそれなりのお付き合いができるから

止められません。ヘンですか？！私のプロフはここに http:・・・・。」一見友達のような

内容で近づいてきているが、実際は出会い系サイトへの誘いと思えるから。返事をしない

方がいいと思い、何もしていない。パソコン上の違法な、いかがわしいサイトをメール送

信もさせないように取り締まってほしい。 



 58

（東京都・30代・女性） 

迷惑メールが一方的に送付されてくること。迷惑メールを受け取らないためにも、ウィル

ス駆除ができるソフトを格安でダウンロードできるよう国で補助を出すようにする。有害

玩具（ナイフなど）の指定、有害図書の指定。有害なもの（本、サイトなど）があったら、

個人の発見者に通報してもらうような制度を作り、徹底的に調べ、取り締まる。 

（東京都・30代・女性） 

小中学校の携帯電話は必要ない。年齢にしたがって携帯の機能を変化。 

（長崎県・50代・男性） 

携帯電話のサイト。いつでも青少年にはよくない情報が入手できること。啓蒙運動の実施。 

（山形県・50代・男性） 

携帯電話から有害情報。携帯電話は校内持込禁止。声かけ運動、町で見かけた青少年に巡

回中声をかける。 

（徳島県・50代・男性） 

携帯電話によるいかがわしい画像の入手。簡単にできてしまうこと。親や地域の見回り隊

の活動を実施。 

（沖縄県・50代・男性） 

取り締まる効果はあまり無いと考えます。それよりも道徳や論理を半強制的に教える。有

害環境に身を置くことの“おろかさ”を判断できる人間に育てるべき。携帯電話の学校持

ち込み禁止、親への携帯サイトの危険性を認識させるための講座など。一番考えていただ

きたいのは地域によって問題の深刻度が違うということ。一律に考えてはいけないと思い

ます。県民性、地域性を把握し、それぞれに対して、柔軟に対応しようとする姿勢が必要

だと思います。 

（東京都・40代・女性） 

携帯電話やインターネットを利用して仲間の悪口を情報として流していた。間接的に人格

否定を伝えていくことの卑怯さ。親子研修会で、警察の方から講話していただき、親子で
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話し合っている。社会教育の分担をすること、学校教育の分担をすること（家庭教育の分

担すること）等を有機的につなげていく事。 

（山形県・50代・男性） 

中・高生は携帯禁止。持つ必要ないと思う。少なくとも義務教育の期間中は携帯電話を禁

止すべきではと思います。 

（鳥取県・50代・男性） 

携帯電話の迷惑メールや有害サイト。迷惑メールなどは電話機のフィルターをかけている

にも限らず、そのすき間をくぐるように毎日２～４通届いています。内容も大人が見ても

下劣なものばかりです。電話機のフィルター機能や、電話会社のフィルターを使っていま

すが、現状は機能をしていません。行政には、迷惑メールを送信する業者への取り締まり

や厳罰化。業界には携帯を売りっぱなしにしないで、本当の意味で国民に愛されて信頼さ

れる携帯をつくって欲しい。 

（福岡県・40代・女性） 

いつも持っている携帯電話から有害情報を知った。未成年が簡単に情報を得ることができ

ること。金銭的な問題。本人との話し合い。 

（静岡県・50代・女性） 

インターネットでの有害情報の氾濫。飲酒、喫煙と同様に、インターネット利用も未成年

者使用禁止にしてはどうか。業界団体等の意志に対し配慮のし過ぎではないか。厳しい施

策で望んで欲しい。 

（秋田県・60代・男性） 

携帯電話を使用している青少年がそれに依存して、片時も離せずにいる状態を聞きました。

友人とのメールのやり取りで夜遅くまでやっていたりし、学校も遅刻をする。しまいには、

学校も行かなくなるということを聞き、先日はテレビでも取り上げられていました。学校

の勉強が疎かになってしまうこと。携帯電話に依存しすぎ夜も寝不足になり、成長期の青

少年にとって体にも精神にも有害と感じます。携帯を子供に買った時、約束ごとを作りま

した。子供の学校に携帯の使い方を指導していただくように言いました。子供の携帯は何

時以降は使えないように機種の限定はできないか。 

（東京都・40代・男性） 



 60

低学年の携帯電話の使用は国でフィルタリングの導入を法律で義務付ける。月 1回風俗環

境浄化合同パトロールの実施、風俗店舗への風俗環境浄化啓発チラシの配布。地域住民の

協力の元、啓蒙活動を通じ警察当局との連携を図りながらパトロールの強化により犯罪が

低下。 

（群馬県・60代・男性） 

携帯電話の通話のみ機種の多様性を広げてほしい。家庭、学校で、ノーメディア運動を続

けている。子供らしい遊び、運動をするよう家族の協力が大きな力となる。業界は特に取

り組みをしてほしい。規制を緩和するだけでなく、法律や条例として良い社会へと向かう

べき。 

（長野県・30代・女性） 

ネットで女の人が裸で入浴している画像。刺激が強すぎる。画像の規制。 

（愛知県・60代・女性） 

携帯を青少年にもたせること。各家庭での親の意識の問題がある。啓発活動。巡回。法制

化。親の責任を自覚させる取組。 

（栃木県・40代・男性） 

本校に通う女子生徒から自分の携帯電話に知らない人物（内容から大人の男性）からメー

ルが届き、いやらしい行為を誘われたとの申し出があった。不特定の者にメールアドレス

が漏れ、それを利用して性的な行為を求められたりする環境に子供達がいる。また自分以

外の者が氏名やメールアドレス等を他人に簡単に伝えることができてしまう。地域で懇談

会を開き、携帯電話・インターネットの危険性や、子供に携帯電話を持たせる際の注意事

項等について啓発を行った。他にも学校内での指導や保護者への啓発資料を配布している。

小・中学生が携帯電話を持つこと自体に何らかの制約や、使用上の罰則等を設けて欲しい。 

（栃木県・40代・男性） 

インターネットブログを何気なく開いた。他校生徒の悪口。削除を要請。ネットパトロー

ルの回数増加。 

（北海道・50代・男性） 
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和歌山県内に裏サイトが各学校別（中・高）にあり、誹謗、中傷などが携帯電話やインタ

ーネット上に書き込まれている実態があります。また、インターネット上に青少年にとっ

ては有害である卑猥な情報がある。中学校現場においては、有害な玩具（エアーガン）な

どによる事故などもあった。さらに、有害な図書（漫画、雑誌等）も持ち込まれることも

ある。裏サイトでは、人権問題に関わることや、人権無視などが問題である。インターネ

ット上の有害な情報は見るに耐えない卑猥なものもある。有害な図書については間違った

性に関する情報や人権意識に関わることにもなる。情報モラル教育や外部より講師を招い

て、取り組んでいる。大変難しい問題であると思いますが、法的な規制も必要であると思

う。 

（和歌山県・50代・男性） 

ネット社会の闇の部分。子ども達が常に触れる機会があるため、地域で啓蒙活動を行って

いる。授業のひとつで現状を知らせることが望ましい思う。 

（秋田県・60代・男性） 

子供が携帯を持つ前にしっかり話し合い、ルールを決める。親も与えっぱなしで放って置

くことの無いように心がけることが大切。 

（愛知県・50代・女性） 

パソコン等のメールに入ってくる。使用者の承諾を得ないで勝手に有害情報を送りつけて

くること（ポルノビデオや男女交際など）。発信先が特定できるようにすること。 

（長崎県・60代・男性） 

親たちが集合する時、主催者に了解を得て正しい携帯電話の使い方の話しをする。業界に

対しては未成年者に持たせないよう協力を願う。 

（山口県・60代・男性） 
 

保護者と生徒の連絡で携帯電話を利用してプロフに事実でないことが書き込まれており、

あたかも連絡してきた生徒が書き込んだかの様な表現になっているので、書き込んだ生徒

を調べてほしいという連絡があった。人を中傷する様な内容が書かれていること、誰が書

き込んだかわからないこと、書き込みを消す手段が学校にないことなど。生徒間の情報を

収集したり、生徒と面談を通して指導したりして、書き込んだ生徒が特定できたので指導
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した。また後日、講師を招いて全校の保護者・生徒にインターネットや携帯の正しい使い

方について講演してもらった。行政が業界に対し様々な問題にあっても(表現の自由等)強

い指導や法的な措置を取らなければ改善は難しいと思う。 

（香川県・50代・男性） 

インターネットで悪質なサイトではない所で趣味等の出会いの場で・・・、青少年でも簡

単にいろんな情報が入ってきてしまうこと。厳しく取り締まるしかないと思います。 

（愛知県・40代・女性） 

携帯は、小・中学生は学校持ち込み不可が良いです、電話機能のみの機種で充分かと思い

ます。やはり、小・中学校等では、校区外などに行く事なども禁止していますし、子供同

士でのコンビにも行かない様に、指導されています。 

（京都府・30代・女性） 

小・中学関係諸機関との連携が大切です。特に低学年の保護者を対象にした取組が大切。

中学生からでは遅すぎる。入学説明会（小６）に情報モラルの指導文書を配布。携帯電話

の正しい使用方法をお願いしている。講師を招き保護者、生徒、教職員、を対象に携帯の

正しい使い方を考える機会を設ける。 

（徳島県・50代・男性） 

インターネット上では無法状態で悪い情報が出ています。誰でも、いくらでも有害情報が

みられます。ネット上の書き込みは、無責任にできます。一度出た情報は取り消しできま

せん。発信者の確認とかを特定できるものにして、責任感を持たせるべきでは。学校訪問

して、体験学習の中で子供達へ語っています。会社にもっと論理観を持ってほしい。 

（栃木県・60代・男性） 

子供がワンクリック詐欺にあった。簡単に有害サイトに入れること。すぐに詐欺になるこ

と。消費者相談に通報した。罰則規定はありますか。 

（岩手県・30代・男性） 

１８歳未満の携帯利用についてはフィルタリングではなく、一切有害サイトなどにつなげ

ないような携帯を開発して販売する。少子化の中、青少年を守るのは国策として一番大事

な事のひとつ。青少年に有害な情報発信や場所を提供する大人への罰則を過激なまでに厳
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しくしてもいいと思う。親自身が有害環境を与えている場合も少なくないので、大人への

教育も必要。 

（東京都・30代・女性） 

毎日インターネットの迷惑メール数がひどかったので、セキュリティソフトで入らないよ

うにした。事務局作業に支障がでるくらいに。送る方はいろいろな手を使っているので、

キリがない事。セキュリティソフトでガードした。頑張ってもらうのみです。 

（東京都・50代・女性） 

パソコンのメールを受信したら、メールに添付ではなく貼り付けでいかがわしい写真のあ

るメールがきていた。私のメールアドレスが教えた人以外に広がっていること。メールに

張り付いていた写真が洋服を着ていない大人の女性のもので有害。メールを削除した。迷

惑メールの規制。 

（滋賀県・30代・女性） 

携帯での有害情報。子供の携帯の使用履歴を親の携帯やパソコンから確認できるシステム

がほしい。夏休み等に繁華街のパトロール、用もなくウロウロしている子供への声掛け。・

テレビコマーシャルでの啓発・各家庭へのパンフレット。長い時間をかけて、現在のよう

な社会状況になった訳で、それを一朝一夕では改善されないと思います。基本は家庭だと

思います。まず親の意識改革からです。 

（滋賀県・30代・女性） 

サイバーの活動でメールにて注意を促した。年齢認証など、本人でしか認証しえないので、

ＰＣや携帯で年齢認証を確実に出来るシステムを作って欲しい。 

（山口県・30代・男性） 

・インターネットによるメールでのいじめを聞いた。インターネットによる有害サイトで

のポルノ情報を知った（簡単に見ることができる）。メールでのいじめで自殺者が出てい

る事。性教育の障害となる誤った性への意識と性犯罪の温床となっている。手がうてない。

インターネットの正しい利用としてメール等の書き込みには発信者がわかるようにするこ

と。 

（愛媛県・50代・男性） 
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私の携帯に見知らぬメールアドレスより毎日変なメールが届いており困っています。私は

放っておりますが、多感な若者が興味本位で関わっていると操作の仕方で大変な事になる

可能性もあるのではと危惧しております。法律でもっと厳しく規制するべきだと思います。 

（愛媛県・60代・男性） 

携帯での有害な情報の氾濫。保護者が求めるのは電話機能、生徒が求めるのはインターネ

ット、メール機能。フィルタリングでは解決できない。ＧＰＳと電話機能だけの携帯電話

を親の責任で持たせる。業界の方針は料金体系にはっきり現れている。家庭間の通話は無

料。しかしインターネット機能は使い放題で５０００円。つまりインターネットやメール

を使ってくれないと利益がない。しかも大人の人口は限られているが子どもはこれからも

増える。ＰＴＡ講演会。学校説明の時に注意喚起。保護者啓発。業界に機種開発を依頼。

業界はニーズが少ないと思うかもしれないが、教育界やＰＴＡでその機種で許可制にする。

様々な機能を付けたままで規制するのは難しいと思う。 

（鳥取県・50代・男性） 

インターネット上のいじめ、いたずら書き、無責任な言動で相手を中傷している。又、淫

らな映像、出会い系サイトなど問題点が多く青少年が目にしやすい。いじめの増加。卑劣

な言葉・行為。学校において生徒及び保護者への専門家からの指導講話を行った。業界・

企業側の規制が必要である。 

（鹿児島県・60代・男性） 

ネットで検索すれば、青少年でも有害動画は見られてしまう。これだけＩＴが進むと取り

締まりきれない。 

（静岡県・50代・男性） 

携帯利用マナー教育。取り組み状況の公開。 

（静岡県・30代・女性） 

携帯電話のモラル指導。コンビニで成人向け書物の販売エリア確保。自販機の認証確認の

徹底。すぐれた自治体の取り組みの配信。 

（愛知県・60代・男性） 
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中学生が携帯電話で悪影響を及ぼすサイトを見ていた。携帯電話は誰でもが簡単に情報が

わかるのが問題だと思います。子供たちに簡単に情報を得られない方法があれば良いと思

います。 

（香川県・50代・女性） 

生徒と生徒、生徒と無職有職等の少年少女同士のやり取りのプロフを見つけて、BBS などを

見たとき。・不特定多数の人から書き込みがあり、広範囲な不良交友に結びついている・

誹謗・中傷、脅迫めいた言葉が罪悪感なしに飛び交う。・生徒、保護者向けの研修会。・

内容によっては、保護者、生徒への個別指導。将来の日本を担う青少年の望ましい育成の

視点から法規制（中学生以下に売らない等）が必要。親の責任に委ねるのは限界がある。 

（山形県・50代・男性） 

携帯電話の小・中学生への対応（なしにする）。見せたくない物があまりに多すぎる。ラ

イオンズクラブによる「薬物ぜったいダメ」の活動。学校訪問による指導。ビデオ作成に

よる指導。金銭的なバックアップ。 

（茨城県・60代・女性） 

パソコンのＥメールに気味の悪い(開いた事がない)メールがどんどん入ってくる。いわゆ

る売春情報の様な題なので、すべて削除して見ない様にしているが、子どもなら興味を持

つ年頃だけに開いてみようという気になるだろう。有害情報だと判明したら、ただちに削

除を要請する様に、そしてそれを受け、ただちに削除してもらう気持ちがいる。 

（徳島県・60代・女性） 

テレビニュースなどで情報を得た。集団ネット自殺には驚いた。簡単に自殺できる方法や、

ネットを通じその仲間を教えることが問題だと思う。学校や家族での学び。 

（島根県・30代・女性） 

携帯への迷惑メール。携帯電話の普及で若い学生もアクセスや閲覧ができるようになりま

した。昔の様に家の電話にかけることもなく、親が友人関係を把握しにくくなっているの

が問題。家族のルールのもと利用している人も多いとは思います。大阪の橋下知事が公立

の学校の携帯持込禁止したことは素晴らしい対応だと思いました。当たり前と言えば当た

り前のことで、親が自然とそういう風にしなければならないとも思いますが。 

（広島県・20代・女性） 
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膨大な量のメールが連日のように送りつけられてくる。どこでメールアドレスを知ったの

かわからないが（無作為にアドレスを探してメールを送りつけていてヒットしたものと思

われるが）、発信人が自己のメールアドレスになっているようになりすましもあるようで

非常に困っている。セキュリティソフトで迷惑メールに登録したりしながら連日のように

削除しているが、いたちごっこ状態できりがない。悪質な迷惑メール等の送信に対しての

阻止の手立て等を講じてほしい。 

（愛媛県・50代・男性） 

携帯電話による事件が多発している。相手を死に追いやることもあり、そうでなくともか

なりのダメージを与えている。大人の責任として、しっかりとした規制をしなければいけ

ないのではないか。相手の顔が見えない事を良い事に、相手がどんなに傷ついても自分は

知らぬ顔で居られる。個人的には何もできない。是非、何か規制を行政か業界でしてほし

い。 

（宮崎県・70代・男性） 

子供達に携帯を持たせるならそのための教育をして欲しい。青少年補導員と子供達と一緒

に行う行事。青少年健全育成町民大会。モデル地区を指定して取り組んでもらい、他の地

区の人たちが目標に出来る様にする。 

（宮崎県・70代・男性） 

18 才未満には携帯電話は不要と思います。ショッピングモール、ゲームセンター、駅構内、

公園等（河川敷は夏場が主です）パトロールを中心に”声かけ”をしています。 

（宮崎県・60代・女性） 

インターネットのブログに誰もが意見を書き込める事。言葉の攻撃により、それを読んだ

相手を傷付け、時には自殺に追いやる事もある。インターネットに誰でも気軽にアクセス

できる。青少年が有害な情報にも触れる事になり、間違った価値判断を身につける危険性

があるから。青少年に有害サイト（みだらな性行為、犯罪行為を推奨するような）は規制

をして、青少年の目に触れないようにして欲しい。相手に不快感を与えるブログへの書き

込みの規制。 

（広島県・50代・女性） 



 67

私自身が直接見たことはないが、生徒が様々な被害を受けているという実態がある。イン

ターネットで、わいせつ画像を自由に見ることができる、携帯電話で、架空請求や、嫌な

書き込み、チェーンメールなどが届く。機会あるごとに生徒に指導している。携帯電話関

連業者を学校に招いて、専門的名立場から生徒に情報提供するなどした。学校から保護者

宛に、文書で「携帯電話の取扱いについての学校の方針」を出した。青少年が被害に遭わ

ないようにするための法的な規制が必要である。 

（香川県・50代・男性） 

携帯電話のフィルタリングサービスを利用するよう保護者に呼びかける様にしている。持

たせるか、持たせないか、についての議論を深め、保護者の意識改革を図る必要がある。

携帯フィルタリングを強く保護者に訴えている。 

（兵庫県・60代・女性） 

携帯電話やＰＣのフィルタリングの充実。サイト管理者へ対する行政等の権限の充実。学

校・地域住民との協力を得るための策。携帯電話会社や PC 会社によるフィルタリング。サ

イト規制等の重要性を直接保護者に伝える。 

（茨城県・40代・女性） 

携帯電話へのアクセスにより性的なものへのアクセスが自由にできること。 

（広島県・20代・女性） 

テレビ情報の周知。インターネット活用の指導。携帯の持込禁止。 

（東京都・50代・男性） 

携帯は子供に持たせる必要なし。その代わり公衆電話を各学校に１～２台は設置する。親

がなるべく子供と話す時間をとる。テレビの影響が大きいため、殺人シーンや人を殴るシ

ーンは控えて欲しい。 

（愛知県・60代・女性） 

パソコンの有害サイト。すぐにアクセスでき、18 歳以上か以下か選択できる点。 

（福井県・50代・男性） 
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携帯電話とインターネットは運転免許のように法的な枠組みをつくる。青少年育成協議会

と見回り。 

（佐賀県・50代・男性） 

子供達の持つ携帯の機能を制限したらよい。講師を集めて勉強会を開いている。 

（岩手県・40代・女性） 

インターネットで送られてくる不特定多数の有害メール、出会い系メール。未成年にとっ

ては刺激が強すぎる。フィルタリングの徹底や、親の指導。 

（東京都・60代・男性） 

インターネット上のいじめ、いたずら書き、無責任な言動で相手を中傷している。又、淫

らな映像、出会い系サイトなど問題点が多く青少年が目にしやすい。いじめの増加。卑劣

な言葉・行為。学校において生徒及び保護者への専門家からの指導講話を行った。業界・

企業側の規制が必要である。 

（鹿児島県・60代・男性） 

親がＩＴ教育をしきれないのが問題だと思う。親のＩＴ教育を推進することはＩＴ詐欺の

予防にも効果があると考えられるので、親子でＩＴ環境と道徳について学べるようにすべ

きだ。ノーテレビノーゲームデイ、家庭の日などを設けているようだ。実効性は、はなは

だあやしい。一件一件を追求するのは大変だが、ＩＴ業界からの技術革新を援助すること

により迷惑メールなどの排除はできるのではないかと思う。フィルタリングやメール規制

についてもよりきめ細やかで使いやすいシステムの構築が望まれる。 

（山口県・40代・女性） 

携帯電話の危険性。いかがわしいサイトに興味本位でアクセスできる。携帯電話の危険性

について保護者会で周知。テレビ番組も内容によって放送時間を決めて視聴者を限定する。 

（栃木県・50代・男性） 

携帯電話での有害情報。フィルタリングは言葉などで無差別にフィルターをかけているよ

うな気がするので、有害サイトに連絡をするページなどをづくり、情報を募る。ネットカ

フェにフィルタリングを導入している。良いアイデアには謝礼を出したりして、意見を求

める。 
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（東京都・30代・男性） 

携帯電話での有害サイトへのアクセスが簡単にできる。電話機能だけの携帯を１８才未満

には販売。 

（大阪府・50代・男性） 

中学生では携帯電話は所持を禁止。携帯電話購入の時、ある年齢制限をして必ずフィルタ

リングしたものを購入させる。校区で協議会を作り、有害環境の調査、地図作成と配布、

有害環境の撤去運動を進めている。社会における有害環境を発生させる企業（事業所）へ

は法制化して規制を強化していくことも大切である。 

（鹿児島県・60代・男性） 

有害サイトへの簡単なアクセス。市内各地区で青少年育成協議会を中心とした意識啓発事

業（駅前での啓発物の配布・呼びかけ）の展開。地区パトロールによる声かけ運動。 

（埼玉県・50代・男性） 

携帯電話での有害サイトへのアクセスが簡単にできる。携帯電話については国民的運動を

起こし、未成年者への販売等について規制をかけるべきである。広告物、看板、ピンクチ

ラシ等の撤去。地域住民、PTA、学校による地区巡視の重視。自主的な取り組みの展開が遅

い。携帯電話を販売して問題が起きてからいわゆるケータイ教室など開催しているような

状況はおかしいことであり、このようなことは繰り返さないように真剣に取り組むべきで

ある。 

（茨城県・50代・男性） 

携帯での有害サイト。携帯でのアダルトサイトへの閲覧が容易にできること。国・地方自

治体の取組以外で民間 NPO が取り組んでいる。（例）チャイルドライン等。行政の取組を

どこまで広く情報提供できるかが課題でもっとメディアを活用すべき。 

（愛知県・40代・男性） 

インターネット・携帯の有害サイトへのアクセスを親が確認。携帯電話のフィルタリング

サービスを利用するように保護者に呼びかけるようにしている。携帯電話を持たせるか、

持たせないかについての議論を深め、保護者の意識改革を図る必要がある。 

（茨城県・60代・男性） 
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利用者が 18 歳未満の場合、フィルタリングの義務化・利用者が 18 歳未満の場合、メール

以外のネット接続不可 ・小中学校での情報教育を充実させる（人権教育も） ・学校に

よる生徒のプロフサイト巡回 ・ネット上で情報提供や意見を投稿できるようなシステム

の構築 ・プロフサイトに対する業界の統一ルール（利用制限、禁止ワード） ・学校が

実施しているネットパトロールへの教育委員会からの支援 ・携帯電話会社による、パケ

ット利用量制限 ・プロフサイトを提供している業者への強制力のある行政指導  

（福岡県・40代・男性） 

携帯電話で成人雑誌の有害情報へのアクセス。フィルタリング設定シールを作り、設定者

の携帯に業者が貼るようにしたらいいのでは？全県、全店舗でされてはいるが、成人雑誌

にビニールカバーの梱包がなされている。市内のネットカフェでは年齢を明確にし、入店

年齢に応じたフィルタリングがされている。マスコミの CM 等の中でフィルタリングの設定

等を家族が家庭で囲む時間（朝６：３０～７：３０、夕方６：３０～７：３０、夜９：０

０～１０：００）に流していく。 

（熊本県・30代・男性） 

アダルト画像が簡単に入手できる。対策についても法律、政令、条例等で規制を設けるべ

き。根本的に大人の世界で拝金主義の中では倫理道徳が重要であり、政府も教育から腰を

すえて見直すべきである。うわべだけの対策では疑問。 

（茨城県・30代・男性） 

携帯電話の有害情報の氾濫。青少年の携帯所持が増加しているので各家庭へ安易に所持（購

入）させないよう広報・徹底をはかる。街頭での啓発活動。 

（東京都・50代・女性） 

講師を招聘し保護者、生徒（児童）、教職員を対象に携帯電話の正しい使用方法について

共に考える機会を設ける（毎年１回程度）。小・中学関係機関との連携が非常に大切です。

特に小学校低学年の保護者を対象にした取り組みが大切だと思います。中学生からでは少

し遅すぎます。 

（徳島県・50代・男性） 

携帯電話の掲示板サイトに女性として一度書き込んだところ、毎日 30 通前後の明らかに有

害業者からと思われるメールが届くため、携帯のメールアドレスを変更せざるを得なかっ
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た。簡単に自分のＰＣや携帯電話のインターネット無料サイトを何気なく利用することで、

一瞬にして成人社会による性欲の渦に巻き込まれてしまう恐ろしさは大人であっても戦慄

を覚える。青少年に正しい携帯電話の使い方を指導する事では被害を防ぐ事が難しく、携

帯を持たせないようにするしか子供を守る事はできない。サイバーパトロールの監視員と

しての取り組み。児童買春行為に対する規制の強化。目的を問わず所持することを禁止し

てほしい。諸外国の事例を参考にした、青少年への携帯電話所持規制を速やかに実施して

ほしい（フィルタリングやインターネットの規制では無理がある）。 

（富山県・60代・男性） 

携帯電話での有害サイト。携帯電話で有害サイトが簡単に入手できること。大人向け講演

会の開催。 

（島根県・60代・男性） 

インターネットのアダルトサイトの入り口があらゆる所にあり、クリックするだけで見る

ことが可能。年齢確認が自己申告である。なにか別な仕組みが必要だと思う。PC のフィル

タリング設定と PC をリビングに置く。フィルタリングのソフトウェア購入の補助、又は無

料化。 

（栃木県・40代・男性） 

インターネットで簡単に AV やポルノなどの情報が閲覧できる。自宅の個室で親が知らない

間に閲覧できてしまう。PTA 活動を通じてフィルタリングの啓蒙活動を行っている。 

（青森県・60代・男性） 

一日に数件ほど見知らぬ相手から不健全な件名のメールが届きます。まず、メールアドレ

スを知らせていないのに一方的に勝手に送られてくる。件名から不健全、内容もセフレ、

人妻うんぬんなど青少年に不健全な言葉で埋め尽くされ、サイトが添付されているがワン

クリック詐欺の可能性もあり信頼性に欠けており、迂闊に見ることはできない、仮に見た

としても不健全であることは明らか。迷惑メールとして処理し、プロバイダー？に報告も

しています。ワンクリック詐欺への取り締まり強化、罰則の法律規定。 

（福岡県・30代・女性） 

家庭用ゲーム機（PSP）で遊んでいる時の会話から本人より聞いた。ＰＳＰの本体のチップ

を改造することで、インターネット上にあるデータ（ゲームソフトのデータ）で遊ぶこと
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ができてしまう。またその情報（改造の仕方、データの扱い方）が簡単に入手できる。本

人への注意、どうしてやってはいけないのかの説明。インターネットの監視、罰則の強化。 

（富山県・50代・男性） 

フィルタリングは強制では無いので、見る気になれば、見られてしまいます。その状況や

情報を学校や親などがきちんと認識して子供に目を向ける。見るなと言うだけではよけい

見てしまう気がする。抑える対策が必要だと思う。 

（茨城県・20代・女性） 

携帯電話での有害サイト閲覧。フィルタリングサービスだけでは不十分。しかも利用状況

も好転しているとは言えない状況である。携帯の所持や利用にも、またサイトのアクセス

にも法的強制力のある（罰則のある）年齢制限が必要である。青少年保護育成委員会と地

域の小・中・高の生徒指導主事が定例会で情報交換をしたり、合同で地域巡回、街頭指導

をしたりしている。例えば、通信業界はどの業者も無料でフィルタリングサービスを提供

するなど対策には十分努めており、自主的な取り組みの限界なのではないか。これ以上は

行政や立法による対策が必要である。 

（秋田県・40代・男性） 

携帯電話によるバナー広告は誰でも見る事ができるから。授業での取り組みの他、何らか

の規制が必要と感じる。 

（岡山県・50代・男性） 

インターネット、有害サイト等、コンピューター関係が問題。もっと専門的に企業ととも

に取り組んでいただきたい。PTA、地域教育連絡協議会、青少年育成委員会による情報交換、

イベント、啓発活動、企業努力。 

（東京都・40代・女性） 

フィルタリングの徹底と同時に、「携帯による安全確保」という、最も実際にあり得るこ

とを考えると、その機能に徹した生徒用の携帯情報端末の開発をメーカーに要請すべきで

はないか。第一義的には家庭の責任をしっかり自負していける取り組みが必要である。第

一歩は買い与えた親の責任という自覚にたってもらいたい。悪質な業者等への徹底した規

制強化をしない限りなくならないという世論を起こしてもらいたい。 

（富山県・50代・男性） 
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子供のケータイのメールが送られてきた以下がメールの内容。「早速ですが、本題に入ら

せていただきます。現在お客様がご使用中の携帯電話端末より、認証ネットワーク事業者

センターを介し以前にお客様がご登録されました『有料情報サイト』『特典付メルマガ』

『懸賞付サイト』等における無料期間内等で退会手続きが完了されていないため、ご登録

料金及びご利用料金が発生しており現状で料金未払いとなった状況のまま長期間の放置続

いております。当社はサイト運営会社より依頼を受けまして、料金滞納者の個人調査、悪

質滞納者の身辺調査などを主に行っております。本通知メール到着よりよく営業日（営業

時間内）までにご連絡を頂けない場合には、ご利用規約に伴い①個人調査の開始（悪質の

場合には身辺調査の開始）、②各信用情報機関に対して個人信用情報の登録、③法的書類

を準備作成の上、即刻法的手続き（強制執行対象者等）の開始、以上の手続きに入らせて

戴きますので、予めご了承ください。＊退会手続きの再開、お支払いのご相談等をご希望

のお客様は、担当までお問い合わせ下さい。尚、本通知は最終通告となります。営業時間 

月曜～金曜 午前１０時～午後７時まで 土曜午前１０時～午後６時 祝日、祭日、日時

＝休日。」有害環境への対策に限らずどんな良い企画、施策やあってもそれを受け止める

側の国民の意識と関係がある、大きな効果は望めない、対策を施策より意識を高めるほう

が必要です。青少年健全育成団体で活動する人達が、自分所属している団体の活動にとら

われず、自分がすむ地域の活動に主体的に取り組みその活動の中で、自分達が得た情報や

知識を地域住民に直接伝えることができる、システム作りが必要である。 

（群馬県・60代・男性） 

インターネットや携帯などにおいて人権侵害が行われているサイトを停止できるような機

構がほしい。業界への指導を通して自己規制のできる様な健全な業界を望む、過剰なまで

の機能になっており、シンプルなものをもっとつくってもらえるようにしてほしい。 

（愛媛県・50代・男性） 

有害サイトへ簡単にアクセスできること。現状のフィルタリングは保護者が許可すれば有

害サイト等へ入れる状態です。青少年だけではなく保護者の意識改革も必要なのでは？ 

（高知県・20代・女性） 

携帯電話での情報。露骨な映像の氾濫。校区青少年育成大会（小中学生６０人、ＰＴＡ６

０人、スポーツ少年団５０人、町内会１００人、地区民児協１５人、高齢者クラブ１５人、

あいご会３０人）で地域が青少年を見守り育てていく。青少年へはフィルタリングを必要

としない携帯電話の販売をして欲しい。 

（鹿児島県・60代・男性） 
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ネットでの怪しい広告。迷惑メール。うさんくさい金儲けの話。大人ならだまされないと

思うが、青少年は大丈夫か？迷惑メールは無視するしかないということだが、怪しいネッ

トの HP はフィルターをかける等してはどうでしょうか。 

（京都府・30代・女性） 

ネットや携帯からの有害情報が簡単に入手できる。誰の目にもふれないで閲覧できてしま

う。PTA 活動を通じてフィルタリングの啓蒙活動を行っている。 

（京都府・30代・女性） 

インターネットよりいやらしい画像が簡単に手に入る。青少年にとって刺激が強すぎると

思う。 

（山口県・40代・女性） 

携帯を買い与えること。中高生には必要なし。 

（埼玉県・60代・女性） 

報道等でインターネットの利用により、これを利用した少年達が犯罪の被害者になったり、

加害者になる実態が多くあることを知った。携帯電話の高機能化が進み、インターネット

機能の利用が低年齢の少年達に広まり、これを悪用した大人たちの仕掛けが少年達の健全

育成に有害な影響を及ぼしている。全国少年警察ボランティア協会指定のサイバーボラン

ティアとして、有害サイトの発見と告知。飲酒・喫煙同様にインターネット機能の利用も

未成年者の使用を禁止してはどうか。 

（秋田県・60代・男性） 

青少年が使用（所持）できる携帯電話自体を規制すべきである。電話／メールのみの機能

にしたり、見られるサイトを限定するなどにしてしまわなければ必ず有害となってしまう。

県警生安課の皆さんと共にサイバーボランティア活動をしておりますが、より多くの協力

が求められます（必要です）。こうした情報を更に多くの皆さんに呼びかけ、より多くの

提言対策についてアイデアの提供を求めて頂きたい。スピード、リーダーシップ、大規模

が大事です！！。 

（岩手県・40代・男性） 



 75

警察等関係機関の連絡会議で報告として聞いた事がある。大人のモラルが青少年に影響し

ていると感じる。インターネットへの書き込みや携帯による写メールの配信等が気になる。

警察（生活安全課）から全校生徒に講演をしてもらった。もっと厳しいフィルタリングの

指導、有害情報の配信をチェック。 

（愛知県・60代・男性） 

携帯電話の有害サイト。小中学生が所持する携帯電話には法的規制をかけるべきである。

フィルタリング等、親・企業の責任として規制すべき。民生児童委員、厚生保護女性会等

の皆さんによる卒業生への激励会を兼ねた講演会（携帯電話について）を毎年企画。 

（鳥取県・50代・男性） 

全ての青少年にフィルタリングを導入するよう学校や親への教育。ボランティアグループ

による見回りパトロール指導。自主的に認識をアップすること。結果を必ず確認すること。 

（山梨県・50代・男性） 

携帯電話を保持すること。携帯電話については中学生には持たせない運動を全国的に実施

すべきである。地域の２０以上の団体で作る組織があり、啓発活動やパトロール、あいさ

つ運動等を行っている。全国的な規模での有害環境対策を推進するような組織が望まれる。 

（鳥取県・50代・男性） 

メールで一方的に送られてくる誘いメール。受けて側の意思とは関係なく、面白そうな文

字や友人を語る言葉に惑わされること。青少年への有害情報に関する取り組みを国をあげ

てやってほしい。 

（長崎県・30代・女性） 

メールにていかがわしい広告や、青少年の好奇心を誘うようなメールが送られてくること。

青少年が親に内緒でメールに返信したり、犯罪に巻き込まれる恐れがあること。子供達の

見守り強化をする。 

（愛知県・60代・男性） 

未成年には見られないように、国が完全にネットや携帯電話などに拒否設定を掛けられる

ようにすること。国や地方自治体が力を入れる。若者のパワーを発散できる方法を考える。 
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（栃木県・30代・女性） 

ネット難民の出会いサイト。出会いに対するリスク、売春行為。サイト撲滅。インターネ

ットに対する規制を確立しないと防止できないと思う。 

（東京都・30代・男性） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


